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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体回路用に設計された設計パタンデータを第１のパタンデータとして用いて、これ
に対応する第１の図形パタンが形成されたフォトマスクから、フォトマスクの第１の図形
パタンを半導体ウエハ上に露光転写することによって半導体ウエハ上に第２の図形パタン
を形成する半導体製造における、前記第１のパタンデータを補正する設計パタンデータの
補正方法であって、（ａ）パタンデータに対して違いの発生しない、あるいは違いの非常
に小さい忠実度の高いフォトマスクを用いて、特定の半導体製造方法により、テストパタ
ンデータ、あるいは、テストパタンデータと設計パタンデータからなる第２のパタンデー
タに対応する第３の図形パタンを半導体ウエハ上に形成し、半導体ウエハ上に形成された
前記第３の図形パタンを測定することにより、前記第２のパタンデータと前記第３の図形
パタンの違いを抽出する、データ・ウエハ差異抽出ステップと、（ｂ）前記第２のパタン
データを用い、特定のフォトマスク製造方法により前記第２のパタンデータに対応する第
４の図形パタンをフォトマスク上に形成し、フォトマスク上に形成された前記第４の図形
パタンを測定することにより、前記第２のパタンデータと前記第４の図形パタンの違いを
抽出する、データ・マスク差異抽出ステップと、（ｃ）データ・マスク差異抽出ステップ
と、データ・ウエハ差異抽出ステップとから抽出される差異情報を元に、前記第２のパタ
ンデータと、前記第３の図形パタンとの差異が小さくなるように、前記第２のパタンデー
タの形状を変形する補正量を導き出す、補正量導出ステップと、（ｄ）補正量導出ステッ
プから導き出された補正量を用いて、前記第１のパタンデータの形状を補正し、補正され
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た補正設計パタンデータを作成する補正適用ステップと、を備えたもので、前記補正量導
出ステップは、第２のパタンデータとフォトマスク上の対応する前記第４の図形パタンと
の差異と、第２のパタンデータと半導体ウエハ上の前記第３の図形パタンとの差異との、
合せ込みを行って合わせ込み図形データと、重複情報を合わせ込み処理情報として得て、
補正が必要な箇所の補正量を求めるもので、前記補正適用ステップは、前記補正量導出ス
テップにて導き出された補正量を用いて、予め決められたルールに従い、前記第１のパタ
ンデータに対して、必要な箇所に、補正を行い、補正された補正設計パタンデータを求め
るものであることを特徴とする半導体回路の設計パタンデータ補正方法。
【請求項２】
　半導体回路用に設計された設計パタンデータを第１のパタンデータとして用いて、これ
に対応する第１の図形パタンが形成されたフォトマスクから、フォトマスクの第１の図形
パタンを半導体ウエハ上に露光転写することによって半導体ウエハ上に第２の図形パタン
を形成する半導体製造における、前記第１のパタンデータを補正する設計パタンデータの
補正方法であって、（Ａ）テストパタンデータ、あるいは、テストパタンデータと設計パ
タンデータからなる第２のパタンデータに対応する半導体ウエハ上の第３の図形パタンを
、フォトマスクが第２のパタンデータに忠実に製造されるという想定の、シミュレーショ
ンにより求め、前記第２のパタンデータと、これに対応するシミュレーション結果の第３
の図形パタンとの違いを抽出する、データ・ウエハ差異抽出ステップと、（Ｂ）前記第２
のパタンデータを用い、特定のフォトマスク製造方法により、前記第２のパタンデータに
対応する第４の図形パタンをフォトマスク上に形成し、フォトマスク上に形成された第４
の図形パタンを測定することにより、前記第２のパタンデータと前記第４の図形パタンの
違いを抽出する、データ・マスク差異抽出ステップと、（Ｃ）データ・マスク差異抽出ス
テップと、データ・ウエハ差異抽出ステップとから抽出される差異情報を元に、前記第２
のパタンデータと、前記第３の図形パタンとの差異が小さくなるように、前記第２のパタ
ンデータの形状を変形する補正量を導き出す、補正量導出ステップと、（Ｄ）補正量導出
ステップから導き出された補正量を用いて、前記第１のパタンデータの形状を補正し、補
正された補正設計パタンデータを作成する補正適用ステップと、を備えたもので、前記補
正量導出ステップは、第２のパタンデータとフォトマスク上の対応する前記第４の図形パ
タンとの差異と、第２のパタンデータと半導体ウエハ上の前記第３の図形パタンとの差異
との、合せ込みを行って合わせ込み図形データと、重複情報を合わせ込み処理情報として
得て、補正が必要な箇所の補正量を求めるもので、前記補正適用ステップは、前記補正量
導出ステップにて導き出された補正量を用いて、予め決められたルールに従い、前記第１
のパタンデータに対して、必要な箇所に、補正を行い、補正された補正設計パタンデータ
を求めるものであることを特徴とする半導体回路の設計パタンデータ補正方法。
【請求項３】
　請求項１ないし２における補正適用ステップにおいて、作成された補正設計パタンデー
タを用いて、作製されたことを特徴とするフォトマスク。
【請求項４】
　請求項１ないし２における補正適用ステップにおいて作成された補正設計パタンデータ
を用いて、作製されたフォトマスクを検査するための、検査用パタンデータ作製方法であ
って、（ｅ）請求項１ないし２の、データ・マスク差異抽出ステップから抽出された情報
から、フォトマスクパタンのパタンデータに対する変形量を抽出するフォトマスクパタン
変形量抽出ステップと、（ｆ）請求項１ないし２の、補正適用ステップにおいて、作成さ
れた補正設計パタンデータに対して、フォトマスクパタン変形量抽出ステップにより抽出
された変形量を基に、前記第１のパタンデータを変形させた、変形設計パタンデータを作
成する変形パタンデータ作成ステップと、（ｇ）変形パタンデータ作成ステップにより作
成された、変形設計パタンデータから、補正設計パタンデータを用いて、作製されたフォ
トマスクを検査するための、検査データを作成する検査データ作成ステップとを有するこ
とを特徴とするフォトマスク検査用パタンデータ作製方法。
【請求項５】
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　請求項４により作成された、フォトマスク検査用パタンデータを用い、これと比較する
ことにより、請求項１ないし２における補正適用ステップにおいて、作成された補正設計
パタンデータを用いて作製されたフォトマスクを検査することを特徴とするフォトマスク
検査方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体の微細化、高密度化に伴なう、フォトマスク製造用の設計パタンデータ
の補正処理に関し、詳しくは、フォトマスクのパタンを作成するために用いられる設計パ
タンデータを、ウエハ上に目的とする図形パタン形状を得るために、補正する、設計パタ
ンデータの補正方法、および補正されたフォトマスクに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、電子機器の高機能化と軽薄短小の傾向から、ＡＳＩＣに代表される種々のＬＳｌに
は、ますます高集積化、高機能化が求められるようになってきた。
即ち、できるだけチップサイズを小さくして、高機能を実現することがＡＳＩＣ等のＬＳ
Ｉには求められている。
上記ＡＳＩＣ等のＬＳＩは、機能、論理設計、回路設計、レイアウト設計等を経て、フォ
トマスクパタン作製用の図形データ（パタンデータとも言う）を作製し、これを用いてフ
ォトマスクを作製した後、フォトマスクのパタンをウエハ上に縮小投影露光等により転写
して、半導体素子作製のプロセスを行うという数々の工程を経て作製されるものである。
フォトマスクは、一般には、上記図形データ（パタンデータ）を用い、電子ビーム露光装
置あるいはエキシマ波長等のフォト露光装置を用いて、フォトマスク用基板（フォトマス
クブランクスとも言う）の遮光膜上に配設された感光性レジストに露光描画を行い、現像
、エッチング工程等を経て、作製される。
即ち、ガラス基板の一面に遮光性の金属薄膜を設けたフォトマスク用基板の金属薄膜上に
塗布、乾燥された感光性のレジスト上に、露光装置により電離放射線を所定の領域のみに
照射して潜像を形成し、感光性のレジストを現像して、電離放射線の照射領域に対応した
、所望の形状のレジストパターン得た後、更に、レジストパターンを耐エッチングレジス
トとして、金属薄膜をレジストパターン形状に加工して、所望の金属薄膜パターンを有す
るフォトマスクを得る。
尚、フォトマスクのパタンをウエハ上に縮小投影露光して、その絵柄を転写する場合は、
フォトマスクをレチクルマスクとも言う。
【０００３】
このように、フォトマスクのパタンをウエハ上に縮小投影露光等により転写して、ウエハ
上に回路パタンが形成されるが、ＬＳｌのますますの高集積化に伴い、最近では、露光形
状のサイズ（ウエハ上の露光サイズ）が更に微細化し、露光光の波長に近づく、あるいは
光の波長よりも小さくなってきため、フォトマスクのパタンをウエハ上に縮小投影露光等
により転写する際、光近接効果と呼ばれる露光形状の歪みが発生するようになり、設計条
件により、フォトマスク上で同じ寸法のパタンでも同じ寸法でウエハ上に形成されないこ
とがある。
このように、フォトマスクの図形パタンとこれに対応したウエハ上に作製されるパタン（
回路パタン）とに差異が生じるようになってきたため、目的とするウエハ上の図形形状に
合せ、フォトマスクの形状を変化させておくことも必要になってきた。
フォトマスク作製用の元の図形データ（設計パタンデータと以下言う）に補正を加えた図
形データを用いることが必要になってきた。
また、通常のフォトマスク作製プロセスでは、用いられる図形データとフォトマスク上の
対応する図形との差異も、問題になりはじめてきた。
このように、半導体ウエハ上への微細パタン作製に係わる設計パタンデータの補正、フォ
トマスク製造に係わる設計パタンの補正が採られるようになってきた。
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【０００４】
先ず、半導体ウエハ上への微細パタン作製に係わる設計パタンデータの補正技術について
、具体的に、図に基づいて説明しておく。
図３（ａ）は設計パタンデータを図示したもので、図３（ｂ）は半導体製造露光機の光源
波長よりも小さいときの、と半導体ウエハ上に形成されるパタンの例を示している。
これは、光の回折現象などにより、設計パタンの角や線幅に違いが出現するものである。
１９９０年代後半から、この違いを少なくする技術が盛んに行われている。
図６（ａ）は、従来から適用されている設計パタンを補正した補正パタンデータを図示し
ており、図３（ａ）に示す設計パタンに対し、図６の（ａ）のように補正を加えて補正設
計パタンデータとしたものである。
この補正設計パタンデータを用いることにより、半導体ウエハ上のパタン形状は、図６（
ｂ）に示させるようなウエハ上の図形パタンのように所望の形状に近い形となる。
更に、半導体ウエハ上に設計パタンを形成させようとする際に、半導体露光単位である個
々のチップ内では、製造方法の要因により、チップ内の位置により形成されるパタン形状
にばらつきが発生する。
図３（ｂ）では図形１５３が位置の影響により細くなっている例を示している。
半導体露光単位であるチップ内で発生するチツプの位置によるパタン形状のばらつきに関
しては、設計パタンの補正が難しいため、このばらつきを押さえるための設計パタンの補
正が適用されないことが一般的である。
【０００５】
次いで、フォトマスク製造に係わる設計パタンの補正について、図に基づいて説明してお
く。
図４（ａ）は設計パタンデータを図示したもので、図４（ｂ）は、これに対応したフォト
マスク上に形成される図形パタンの形状を示している。
図４（ｂ）に示されるフォトマスク上のパタン形状の丸みや線幅のばらつきは、設計パタ
ンの図形配置やフォトマスク製造工程に依存する。
このため、このようなフォトマスク上に形成されるパタン形状を設計パタン形状に近づけ
るため、図７（ａ）に示されるように設計パタンを補正した補正設計パタンデータの使用
も提案されている。
図７（ｂ）はこれに対応するフォトマスク上に形成される図形パタンの形状を示している
。
更に、図４（ｂ）に示すように、フォトマスク内では、製造方法の要因により、フォトマ
スクの位置により形成されるパタン形状にばらつきが発生するという課題が残る。
フォトマスク製造で発生するフォトマスクの位置によるパタン形状のばらつきに関しては
、設計パタンの補正が難しいため、半導体ウエハと同様、このばらつきを押さえるための
設計パタンの補正が適用されないことが一般的である。
【０００６】
目的のパタン形状に近いフォトマスクパタン形状と目的に近い半導体ウエハパタン形状の
両方を得るためには、フォトマスク製造に係わる設計パタンの補正技術と、半導体ウエハ
に係わる設計パタンの補正技術の、両方の技術の適用が必要になるが、従来は、半導体ウ
エハに係わる設計パタンの補正量が大きいことが一般的であるため、先ず半導体ウエハに
係わる設計パタンの補正を適用し、続いてフォトマスクに係わる設計パタンの補正を施し
ていた。
例えば、もともとの設計パタンを図８（ａ）としたときに、半導体ウエハに係わる補正を
適用すると、図８（ｂ）のようになり、続いて、フォトマスクに係わる補正を適用すると
、図８（ｃ）のようになる。
この場合、もともとの設計パタンを４辺で囲まれたひとつの矩形と想定しただけでも、半
導体ウエハに係わる補正を適用すると図８（ｂ）のように２０辺の図形となり、フォトマ
スクに係わる補正を適用すると、図８（ｃ）のように１００辺の図形となる。
しかし、このような補正は現実的でなく、実際の補正処理時間や補正後のデータ量は莫大
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となることが想像でき、半導体ウエハに係わる補正とフォトマスクに係わる補正の両方を
関連つけた補正技術に関する報告すらない。
しかし、今後は、半導体ウエハ上に形成されるパタンがより微細化し、従来の技術の延長
線上で補正を施そうとする場合には、上記両方の補正がどうしても必要になってくる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
最近では、マスクパタンの微細化、高密度化が更に進み、元図形データと、フォトマスク
上に形成されるパタンとの違い、ウエハ上に形成するウエハパタンとの違いを考慮する必
要性が出てきたため、半導体ウエハ上への微細パタン作製に係わる設計パタンデータの補
正とフォトマスク製造に係わる設計パタンの補正の両方を関連つけた補正技術の実用化が
求められていた。
本発明は、これに対応するもので、最近の、マスクパタンの微細化、高密度化が進む中、
半導体ウエハ上への微細パタン作製に係わる設計パタンデータの補正とフォトマスク製造
に係わる設計パタンの補正の両方を関連つけた補正技術の実用レベルでを採り入れた半導
体回路の設計パタンデータ補正方法を提供しようとするものである。
即ち、扱うデータ量が膨大とならず、処理時間が実用的となる処理ができる半導体回路の
設計パタンデータ補正方法を提供しようとするものである。
同時に、このようなデータ補正が施された図形データ（パタンデータ）を用いたフォトマ
スクとその検査方法を提供しようとするものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明の半導体回路の設計パタンデータ補正方法は、半導体回路用に設計された設計パ
タンデータを第１のパタンデータとして用いて、これに対応する第１の図形パタンが形成
されたフォトマスクから、フォトマスクの第１の図形パタンを半導体ウエハ上に露光転写
することによって半導体ウエハ上に第２の図形パタンを形成する半導体製造における、前
記第１のパタンデータを補正する設計パタンデータの補正方法であって、（ａ）パタンデ
ータに対して違いの発生しない、あるいは違いの非常に小さい忠実度の高いフォトマスク
を用いて、特定の半導体製造方法により、テストパタンデータ、あるいは、テストパタン
データと設計パタンデータからなる第２のパタンデータに対応する第３の図形パタンを半
導体ウエハ上に形成し、半導体ウエハ上に形成された前記第３の図形パタンを測定するこ
とにより、前記第２のパタンデータと前記第３の図形パタンの違いを抽出する、データ・
ウエハ差異抽出ステップと、（ｂ）前記第２のパタンデータを用い、特定のフォトマスク
製造方法により前記第２のパタンデータに対応する第４の図形パタンをフォトマスク上に
形成し、フォトマスク上に形成された前記第４の図形パタンを測定することにより、前記
第２のパタンデータと前記第４の図形パタンの違いを抽出する、データ・マスク差異抽出
ステップと、（ｃ）データ・マスク差異抽出ステップと、データ・ウエハ差異抽出ステッ
プとから抽出される差異情報を元に、前記第２のパタンデータと、前記第３の図形パタン
との差異が小さくなるように、前記第２のパタンデータの形状を変形する補正量を導き出
す、補正量導出ステップと、（ｄ）補正量導出ステップから導き出された補正量を用いて
、前記第１のパタンデータの形状を補正し、補正された補正設計パタンデータを作成する
補正適用ステップと、を備えたもので、前記補正量導出ステップは、第２のパタンデータ
とフォトマスク上の対応する前記第４の図形パタンとの差異と、第２のパタンデータと半
導体ウエハ上の前記第３の図形パタンとの差異との、合せ込みを行って合わせ込み図形デ
ータと、重複情報を合わせ込み処理情報として得て、補正が必要な箇所の補正量を求める
もので、前記補正適用ステップは、前記補正量導出ステップにて導き出された補正量を用
いて、予め決められたルールに従い、前記第１のパタンデータに対して、必要な箇所に、
補正を行い、補正された補正設計パタンデータを求めるものであることを特徴とするもの
である。
　尚、パタンデータに対して違いの発生しない、あるいは違いの非常に小さい忠実度の高
いフォトマスクとは、理想的に製造されたものであり、実際には、通常の作業とは異なる
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方法にて、非常に高精細にフォトマスクを製造して得ることができる、理想的なフォトマ
スクを想定している。
【０００９】
　あるいは、本発明の半導体回路の設計パタンデータ補正方法は、半導体回路用に設計さ
れた設計パタンデータを第１のパタンデータとして用いて、これに対応する第１の図形パ
タンが形成されたフォトマスクから、フォトマスクの第１の図形パタンを半導体ウエハ上
に露光転写することによって半導体ウエハ上に第２の図形パタンを形成する半導体製造に
おける、前記第１のパタンデータを補正する設計パタンデータの補正方法であって、（Ａ
）テストパタンデータ、あるいは、テストパタンデータと設計パタンデータからなる第２
のパタンデータに対応する半導体ウエハ上の第３の図形パタンを、フォトマスクが第２の
パタンデータに忠実に製造されるという想定の、シミュレーションにより求め、前記第２
のパタンデータと、これに対応するシミュレーション結果の第３の図形パタンとの違いを
抽出する、データ・ウエハ差異抽出ステップと、（Ｂ）前記第２のパタンデータを用い、
特定のフォトマスク製造方法により、前記第２のパタンデータに対応する第４の図形パタ
ンをフォトマスク上に形成し、フォトマスク上に形成された第４の図形パタンを測定する
ことにより、前記第２のパタンデータと前記第４の図形パタンの違いを抽出する、データ
・マスク差異抽出ステップと、（Ｃ）データ・マスク差異抽出ステップと、データ・ウエ
ハ差異抽出ステップとから抽出される差異情報を元に、前記第２のパタンデータと、前記
第３の図形パタンとの差異が小さくなるように、前記第２のパタンデータの形状を変形す
る補正量を導き出す、補正量導出ステップと、（Ｄ）補正量導出ステップから導き出され
た補正量を用いて、前記第１のパタンデータの形状を補正し、補正された補正設計パタン
データを作成する補正適用ステップと、を備えたもので、前記補正量導出ステップは、第
２のパタンデータとフォトマスク上の対応する前記第４の図形パタンとの差異と、第２の
パタンデータと半導体ウエハ上の前記第３の図形パタンとの差異との、合せ込みを行って
合わせ込み図形データと、重複情報を合わせ込み処理情報として得て、補正が必要な箇所
の補正量を求めるもので、前記補正適用ステップは、前記補正量導出ステップにて導き出
された補正量を用いて、予め決められたルールに従い、前記第１のパタンデータに対して
、必要な箇所に、補正を行い、補正された補正設計パタンデータを求めるものであること
を特徴とするものである。
【００１０】
本発明のフォトマスクは、上記補正適用ステップにおいて作成された補正設計パタンデー
タを用いて、作製されたことを特徴とするものである。
【００１１】
　本発明のフォトマスク検査用パタンデータ作製方法は、上記における補正適用ステップ
において作成された補正設計パタンデータを用いて、作製されたフォトマスクを検査する
ための、検査用パタンデータ作製方法であって、（ｅ）請求項１ないし２の、データ・マ
スク差異抽出ステップから抽出された情報から、フォトマスクパタンのパタンデータに対
する変形量を抽出するフォトマスクパタン変形量抽出ステップと、（ｆ）請求項１ないし
２の、補正適用ステップにおいて、作成された補正設計パタンデータに対して、フォトマ
スクパタン変形量抽出ステップにより抽出された変形量を基に、前記第１のパタンデータ
を変形させた、変形設計パタンデータを作成する変形パタンデータ作成ステップと、（ｇ
）変形パタンデータ作成ステップにより作成された、変形設計パタン（データ）から、補
正設計パタンデータを用いて、作製されたフォトマスクを検査するための、検査データを
作成する検査データ作成ステップとを有することを特徴とするものである。
【００１２】
本発明のフォトマスク検査方法は、上記により作成された、フォトマスク検査用パタンデ
ータを用い、これと比較することにより、上記における補正適用ステップにおいて、作成
された補正設計パタンデータを用いて作製されたフォトマスクを検査することを特徴とす
るものである。
【００１３】
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【作用】
本発明の半導体回路の設計パタン（データ）補正方法は、このような構成にすることによ
り、最近の、マスクパタンの微細化、高密度化が進む中、半導体ウエハ上への微細パタン
作製に係わる設計パタンデータの補正とフォトマスク製造に係わる設計パタンの補正の両
方を関連つけた補正技術を、実用レベルで採り入れた半導体回路の設計パタンデータ補正
方法の提供を可能とするものである。
即ち、扱うデータ量が膨大とならず、処理時間が実用的となる処理ができる半導体回路の
設計パタンデータ補正方法の提供とするものである。
詳しくは、設計パタンデータと半導体ウエハ上に形成される図形パタンの違いと、設計パ
タンデータとフォトマスク上に形成される図形パタンの違いを合わせ込むため、シミュレ
ーションなどによる設計パタンデータとフォトマスク上に形成される図形パタンの違いの
無い理想フォトマスクを前提としないため、フォトマスク製造負荷が軽減する。
また、理想フォトマスクを製造するための補正を施す必要が無くなり、現実的なデータ容
量と処理時間で実現できうる。
【００１４】
本発明のフォトマスク検査用パタンデータ作製方法は、このような構成にすることにより
、設計パタンデータの補正を盛り込んだ、上記本発明の半導体回路の設計パタンデータ補
正方法により作成された補正設計パタンデータにより、作製されるフォトマスクの検査用
データの提供を可能とし、結局、元の設計パタンデータに忠実な目的とするウエハ上の図
形パタンを形成できる、フォトマスクの作製とその検査工程を確立でき、このようなフォ
トマスクの製造を実用レベルのものとしている。
【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明の半導体回路の設計パタン（データ）補正方法の実施の形態の１例を、図に基づい
て説明する。
図１は、本発明の半導体回路の設計パタンデータ補正方法の実施の形態の第１の例のフロ
ーと、フォトマスクの検査データ作製工程例を示した図で、図２は、本発明の半導体回路
の設計パタンデータ補正方法の実施の形態の第２の例のフローと、フォトマスクの検査デ
ータ作製工程例を示した図で、図３はパタンデータとウエハ図形パタンの差異を説明する
ための図で、図４はパタンデータとフォトマスク図形パタンの差異を説明するための図で
、図５はデータ・ウエハの差異とデータ・マスクの差異の合せ込み、および補正設計パタ
ンデータ、検査用データを説明するための図である。
図１、図２中、Ｓ１１０～Ｓ１８０、Ｓ２１０～Ｓ２８０は、処理ステップを示す。
図１～図５中、１４１～１４３は個別のパタンデータを図示したもので、１５１～１５３
は（ウエハ上の）図形パタン、１６１～１６３は個別パタンデータと対応するウエハ図形
パタンの差異を示したもので、１７１～１７３は（フォトマスク上の）図形パタン、１８
１～１８３は個別パタンデータと対応するフォトマスクの図形パタンの差異を示したもの
で、１９１～１９３は個別パタンデータと対応するデータ・ウエハの差異とデータ・マス
クの差異の合せ込みを示したもので、２２１～２２３、２３１～２３３は個別の補正され
たパタンデータを図示したもの２５０は補助パタン部である。
【００１６】
はじめに、本発明の半導体回路の設計パタンデータ補正方法の実施の形態の第１の例を図
１に基づいて説明する。
本例は、半導体回路用に設計された設計パタンデータを用いて、これに対応する図形パタ
ンが形成されたフォトマスクから、フォトマスクの図形パタンを半導体ウエハ上に露光転
写することによって半導体ウエハ上に図形パタンを形成する半導体製造における、前記設
計パタンデータの補正方法である。
そして、パタンデータに対して違いの発生しない、あるいは違いの非常に小さい忠実度の
高いフォトマスクである理想フォトマスクを用いて、特定の半導体製造方法により、テス
トパタンデータ、あるいは、テストパタンデータと設計パタンデータからなる所定のパタ
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ンデータに対応する図形パタンを半導体ウエハ上に形成し、半導体ウエハ上に形成された
半導体ウエハ図形パタンを測定することにより、前記所定のパタンデータと前記半導体ウ
エハ図形パタンの違いを抽出する、データ・ウエハ差異抽出ステップ（Ｓ１１０）と、前
記所定のパタンデータを用い、特定のフォトマスク製造方法により前記所定のパタンデー
タに対応する図形パタンをフォトマスク上に形成し、フォトマスク上に形成されたフォト
マスク図形パタンを測定することにより、前記所定のパタンデータと前記フォトマスク図
形パタンの違いを抽出する、データ・マスク差異抽出ステップ（Ｓ１２０）と、データ・
マスク差異抽出ステップと、データ・ウエハ差異抽出ステップとから抽出される差異情報
を元に、前記所定のパタンデータと、対応する半導体ウエハ図形パタンとの差異が小さく
なるように、所定パタンデータの形状を変形する補正量を導き出す、補正量導出ステップ
（Ｓ１３０）と、補正量導出ステップから導き出された補正量を用いて、設計パタンデー
タの形状を補正し、補正された補正設計パタンデータを作成する補正適用ステップ（Ｓ１
４０）と、を備えている。
【００１７】
説明を分かり易くするため、図３（ａ）に図示されるパタンデータを設計データとし、こ
れを補正した補正設計パタンデータを作製し、作製された補正設計パタンデータを用いて
、フォトマスク上に図形パタンを形成する場合について、本例を更に説明する。
先ず、データ・ウエハ差異抽出ステップ（Ｓ１１０）を行なう。
パタンデータと対応するウエハ図形パタンとの差異を抽出する。
ここでは、半導体ウエハ製造に用いられるフォトマスクは、理想的に製造されたものであ
り、実際には非常に高精細にフォトマスクを製造して得ることができ、理想的なフォトマ
スクを想定している。
このようなフォトマスクは、通常の作業とは異なる方法にて作製される。
図３（ａ）に示すパタンデータを用いた場合、ウエハ上の対応する図形データは図３（ｂ
）のようになる。
それぞれ角が丸まり、長さが縮み、場所あるいは図形配置構成によっては図形１５３のよ
うにパタン幅に違いが発生する。
理想的なフォトマスクを想定し、図３（ａ）に示すパタンデータと図３（ｂ）に示すウエ
ハ上の対応する図形データとの差異は、図３（ｃ）のようになる。
【００１８】
一方、データ・マスク差異抽出ステップ（Ｓ１２０）を行なう。
パタンデータと対応するフォトマスク図形パタンとの差異を抽出する。
ここでは、図４（ａ）に示すパタンデータ（図３（ａ）と同じ）を用い、特定のフォトマ
スク製造方法により、これに対応する図形パタンをフォトマスク上に形成し、フォトマス
ク上に形成されたフォトマスク図形パタンを測定することにより、パタンデータとフォト
マスク図形パタンの違いを抽出する。
図４（ａ）に示すパタンデータを用いた場合、フォトマスク上の対応する図形データは図
４（ｂ）のようになる。
それぞれ、角の丸みが発生し、場所あるいは図形配置構成によっては、図形パタンの幅に
違いが生じる。
そして、図４（ａ）に示すパタンデータと図４（ｂ）に示すフォトマスク上の対応する図
形データとの差異は、図４（ｃ）のようになる。
【００１９】
次いで、図３（ａ）に示す（図４（ａ）と同じ）パタンデータと、対応する半導体ウエハ
図形パタンとの差異が小さくなるように、図３（ａ）に示す（図４（ａ）と同じ）パタン
データの形状を変形する補正量を導き出す、補正量導出ステップ（Ｓ１３０）を行なう。
データ・マスク差異抽出ステップ（Ｓ１２０）により得られた図５（ｂ）（図４（ｃ）と
同じ）に示す、パタンデータとフォトマスク上の対応する図形データとの差異と、図５（
ａ）（図３（ｃ）と同じ）に示す、パタンデータとウエハ上の対応する図形データとの差
異との、合せ込みを行い、図５（ｃ）に示す図形データ（合せ込み図形データと言う）と
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、重複情報を合せ込み処理情報として得る。
図５（ｃ）における各図は、図５（ａ）、図５（ｂ）のＯＲ表示である。
図５（ａ）の図形パタンと図５（ｂ）の図形パタンとが重複する箇所も得る。
１９１は設計パタンデータの１４１の長手方向に沿う両端部が、ウエハ上で細り、角部が
丸まることを示している。
１９３は設計パタンデータの１４３の長手方向に沿う端部の一方（図５（ｃ）のｐ１側）
が細り、角部が丸まることを示している。
１９２、１９３の角部では、図５（ａ）の図形パタンと図５（ｂ）の図形パタンとが重複
しており、これらの角部は１９１の角部に比べより丸まることが、重複情報より分かる。
ＯＲ表示の図形情報、重複情報より、予め決められたルールに従い、補正が必要な各箇所
に補正量を決める。
実際には、データ・ウエハ差異とデータ・マスク差異の重み付けが１：１ではなく、半導
体ウエハ上に形成されるパタン寸法への影響などを考慮して重み付けを設定する必要があ
る。
【００２０】
次いで、設計パタンデータの形状を補正し、補正された補正設計パタンデータを作成する
補正適用ステップ（Ｓ１４０）を行なう。
補正量導出ステップ（Ｓ１３０）にて導き出された補正量を用いて、設計パタンデータの
補正が必要な各箇所に補正を施し、補正された補正設計パタンデータを得る。
補正設計パタンデータは、図５（ｄ）のようになる。
尚、図５（ｄ）では、図５の（ｃ）に示す差異の合わせ込みにより、求められた面積を元
に、設計パタンの頂点の丸みについては、頂点方向に矩形を付加し、設計パタンの長辺の
位置が移動して細くなる差異については、長辺の位置を太くなる補正を加えている。
実際には、補正方法は補正方法と補正効果の関係により決定するもので、設計規則やフォ
トマスク製造方法や半導体ウエハ製造方法に依存する。
このようにして得られた補正設計パタンデータを用い、フォトマスクを作製し（Ｓ１５０
）、更に作製されたフォトマスクを用い、ウエハ上に所望の図形パタンを得る（Ｓ１６０
）ことができる。
【００２１】
上記のように、補正設計パタンデータを得ることができるが、作製するウエハ上図形パタ
ンは、種々雑多で、その設計パタンデータのデータ量も多い。
このため、ウエハ上に種々の図形パタンに形成することを想定した、テストパタンデータ
を用い、これより補正量を求め、設計パタンデータと、テストパタンデータ使用により得
られた補正量から、設計パタンデータを補正した補正設計パタンデータを得ることが、実
用レベルでは好ましい。
【００２２】
次に、本発明の半導体回路の設計パタンデータ補正方法の実施の形態の第２の例を図２に
基づいて簡単に説明する。
本例も、第１の例と同様、半導体回路用に設計された設計パタンデータを用いて、これに
対応する図形パタンが形成されたフォトマスクから、フォトマスクの図形パタンを半導体
ウエハ上に露光転写することによって半導体ウエハ上に図形パタンを形成する半導体製造
における、前記設計パタンデータの補正方法であるが、本例は、第１の例と、データ・ウ
エハ差異抽出ステップの内容が異なる。
それ以外は、第１の例と同じである。
本例におけるデータ・ウエハ差異抽出ステップは、所定の（パタンデータに対応する半導
体ウエハ図形パタンを、フォトマスクがパタンデータに忠実に製造されるという想定の、
シミュレーションにより求める。
そして、所定のパタンデータと、これに対応するシミュレーション結果の半導体ウエハ図
形パタンとの違いを抽出する。
本例においても、第１の例と同様、所定のパタンデータとしては、データ・ウエハ差異抽
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出ステップ（Ｓ２１０）、データ・マスク差異抽出ステップ（Ｓ２２０）において、テス
トパタンデータを用い、これより、補正量を導き出し、設計パタンデータに補正を施す方
法が、実用レベルで好ましい。
他は、第１の例と同じで、説明を省く。
【００２３】
次に、第１の例あるいは第２の例における補正設計パタンデータにより作製されたフォト
マスクを比較検査するための検査データ工程を図１に基づいて、簡単に説明しておく。
上記のようにして、補正設計パタンデータ（Ｓ１４２あるいはＳ２４２）が作製され、作
製された補正設計パタンデータを用いて、フォトマスク（Ｓ１５０あるいはＳ２５０）が
作製されるが、検査データ（Ｓ１７３あるいはＳ２７３）は以下のようにして、作製され
る。
先ず、第１の例あるいは第２の例におけるデータ・マスク差異抽出ステップ（Ｓ１２０あ
るいはＳ２２０）から抽出された情報から、フォトマスクパタンのパタンデータに対する
変形量を抽出する。（Ｓ１７１、Ｓ２７１）
次いで、第１の例あるいは第２の例における補正適用ステップ（Ｓ１４０あるいはＳ２４
０）において、作成された補正設計パタンデータに対して、フォトマスクパタン変形量抽
出ステップにより抽出された変形量を基に、設計パタンデータを変形させた、変形設計パ
タンデータを作成する。（Ｓ１７２、Ｓ２７２）
次いで、作成された、変形設計パタン（データ）から、補正設計パタンデータを用いて、
作製されたフォトマスクを検査するための、検査データを作成することができる。
上述したように、フォトマスクと半導体ウェーハに出現する差異を考慮した形で設計パタ
ンを補正しているため、フォトマスクを検査をするための比較パタンは補正設計パタンで
はなく、データ・ウエハ差異のみを考慮したパタンとする必要がある。
図５（ｅ）は、図５（ｄ）の補正設計パタンに対応した、フォトマスクを検査するための
パタン例を示している。
図５（ｅ）のパタンは、図５（ｄ）と比較して２３１のようにフォトマスクに形成される
パタンが細くなる場合、図５（ｄ）の２２１に示されるように補正設計パタンは太くして
フォトマスク上に形成されるパタンを補正しているため、補正前の太さと比較する必要が
ある。
尚、図５（ｂ）（図４（ｃ））に示される設計パタンとフォトマスクパタンの差異として
現れる角のわずかな丸まりに関しては、検査を行う場合、検査装置のアルゴリズムにより
吸収されるため、問題は発生しない。
【００２４】
【発明の効果】
本発明は、上記のように、最近の、マスクパタンの微細化、高密度化が進む中、半導体ウ
エハ上への微細パタン作製に係わる設計パタンデータの補正とフォトマスク製造に係わる
設計パタンの補正の両方を関連つけた補正技術の実用レベルでを採り入れた半導体回路の
設計パタンデータ補正方法の提供を可能とした。
即ち、扱うデータ量が膨大とならず、処理時間が実用的となる処理ができる半導体回路の
設計パタンデータ補正方法の提供を可能とした。
同時に、このようなデータ補正が施された図形データ（パタンデータ）を用いたフォトマ
スクとその検査方法の提供を可能とした。
これにより、元の設計パタンデータに忠実な目的とするウエハ上の図形パタンを形成でき
る、フォトマスクの作製とその検査工程を確立でき、このようなフォトマスクの製造を実
用レベルのものとした。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の半導体回路の設計パタンデータ補正方法の実施の形態の第１の例のフロ
ーと、フォトマスクの検査データ作製工程例を示した図
【図２】本発明の半導体回路の設計パタンデータ補正方法の実施の形態の第２の例のフロ
ーと、フォトマスクの検査データ作製工程例を示した図
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【図３】パタンデータとウエハ図形パタンの差異を説明するための図
【図４】パタンデータとフォトマスク図形パタンの差異を説明するための図
【図５】データ・ウエハの差異とデータ・マスクの差異の合せ込み、および補正設計パタ
ンデータ、検査用データを説明するための図
【図６】補正された設計パタンデータとウエハ上に形成される対応する図形パタンを説明
するための図
【図７】補正された設計パタンデータとフォトマスク上に形成される対応する図形パタン
を説明するための図
【図８】設計パタンデータと、データ・ウエハ差異による補正、データ・マスク差異によ
る補正を関連付けて説明するための図
【符号の説明】
１４１～１４３　　　個別のパタンデータを図示したもの
１５１～１５３　　（ウエハ上の）図形パタン
１６１～１６３　　　個別パタンデータと対応するウエハ図形パタンの差異を示したもの
１７１～１７３　　（フォトマスク上の）図形パタン
１８１～１８３　　　個別パタンデータと対応するフォトマスクの図形パタンの差異を示
したもの
１９１～１９３　　　個別パタンデータと対応するデータ・ウエハの差異とデータ・マス
クの差異の合せ込みを示したもの
２２１～２２３、２３１～２３３　　個別の補正されたパタンデータを図示したもの
２５０　　　　　　　補助パタン部

【図１】 【図２】
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